
令和４年度 第１回 国産材の安定供給体制の構築に向けた 

近畿中国地区需給情報連絡協議会 
 

■ 日  時：令和４年６月３日（金）14:00～16:00 

 

■ 場  所：【オンライン】Zoomミーティング 

                

 ■ 参 加 者：別紙のとおり 

 

■ 議事次第 

 

  １．開 会 

 

  ２．挨 拶： 西垣 泰幸 近畿中国地区需給情報連絡協議会 会長 

（西垣林業株式会社 会長） 

 

  ３．議 事 

 

（１） 需給動向について 

 

（２） 国産材への転換等への支援について 

（国産材転換支援緊急対策事業ほか） 

 

（３） その他 

 

 ■ 配付資料 

 

   資料１：木材輸入の状況について（2022年４月実績） 

   資料２：ロシアからの木材輸入動向などについて 

 資料３：木材需給動向について（近畿中国地区） 

 資料４：近畿中国地区アンケート結果 

資料５：木材需給状況を踏まえた供給拡大に向けた対応について 

（令和４年４月28日林野庁木材産業課長事務連絡） 

 資料６：国産材転換支援緊急対策事業について 

 資料７：原油価格・物価高騰等総合緊急対策 

   資料８：令和４年度木材産業関係の主な支援措置について 

  

参考１：東京港在庫と木造着工数の推移 

 参考２：木材の安定供給の確保に関する特別措置法（木安法）等の概要 

 



分野 所属 役職 氏名 出欠

学識経験者 京都大学 農学研究科 森林科学専攻 森林・人間関係学 教授【協議会座長】 松下　幸司 出

兵庫県森林組合連合会 業務第一課 主任 稲月　秀昭 出

奈良県森林組合連合会 参事兼総務課長 西本　隆晃 欠

鳥取県森林組合連合会 販売事業課 課長 古都　誠司 出

山口県森林組合連合会 木材販売課 課長 森田　博之 欠

大林産業株式会社 代表取締役 大林　真信 出

株式会社八木木材 取締役 八木　数也 出

株式会社山長商店 素材生産部 課長 楠本　基博 欠

院庄林業株式会社 営業部 小西　陽平 出

代表取締役 相見　晴久 出

総務部　部長　 渡辺　教夫 出

中国木材株式会社　経理部兼山林事業部 副本部長 荻原　直樹 出

日新林業株式会社 原木部　係長 宍道　空将 欠

林ベニヤ産業株式会社 課長代理 志岐　涼 出

三重県木材協同組合連合会 専務理事　 前田　勉 出

一般社団法人 京都府木材組合連合会 専務理事 愛甲　政利 欠

和歌山県木材協同組合連合会 専務理事 澤野　誠 欠

一般社団法人 広島県木材組合連合会 事務局長 神川　勇人 出

プレカット ナカザワ建販㈱　プレカット事業部 執行役員プレカット事業部長 東　秀光 出

西垣林業株式会社 部長 丸谷　昌之 出

株式会社大阪木材相互市場 業務部 係長 金田　計示 欠

甲賀林材株式会社 専務取締役 山田　喜久男 欠

住友林業フォレストサービス株式会社 大阪営業所 所長補佐 藤川　学 出

物林株式会社 国産材事業推進部　広島営業室 室長 湊　秀樹 欠

一般社団法人 日本木造住宅産業協会　近畿支部 事務局長（住友林業株式会社　住宅・建築事業本部　関西支社　総務次長） 五所　克行 出

一般社団法人 JBN・全国工務店協会 理事（株式会社安成工務店 代表取締役） 安成　信次 出

全建総連関西地方協議会・大阪建設労働組合 執行委員長 谷内  邦久 出

永大産業㈱　パーティクルボード事業部　営業部 西日本営業課【オブザーバー】　 課長 瀬戸口　恒夫 出

日本ノボパン工業㈱　管理本部資材部　堺資材グループ【オブザーバー】 グループマネージャー代行 田畑　和寿 欠

王子木材緑化株式会社 大阪支店呉営業所 所長 櫻井　道弘 出

兵庫パルプ工業株式会社 林材資材部　林材課 課長 臼井　浩平 欠

木質バイオマス発電 株式会社日本海水 電力事業部 副事業部長 菊地　泰博 出

和歌山県山林種苗協同組合 事務局 西田　稔 欠

岡山県山林種苗協同組合 事務局 事務局長 山下　秀喜 欠

 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林整備センター近畿北陸整備局 水源林業務課 水源林業務課長 草牧　智之 出

 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林整備センター中国四国整備局 水源林業務課 課長 宮本　忠輔 出

 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林整備センター中部整備局 水源林業務課 課長 川口　尚志 出

森林管理局 近畿中国森林管理局 森林整備部 部長 清水　隆典 出

課長 宮﨑　恵一 出

主任 小林　花菜子 出

主幹 西井　洋平 出

主任技師 岡　智也 出

京都府 農林水産部 林業振興課　木材産業係 主査 明石　浩和 出

大阪府 環境農林水産部 みどり推進室 森づくり課
課長補佐
(代理：総括主査)

柴崎　高宏
(代理：桃木康行)

出
(代理)

兵庫県 農林水産部 林務課　木材利用班 主任 竹野　世志成 出

奈良県 水循環・森林・景観環境部 奈良の木ブランド課 係長 寺西　康浩 出

奈良県 水循環・森林・景観環境部 森林資源生産課 主査 東　晋也 出

和歌山県 農林水産部 森林・林業局 森林整備課 主査 羽畑　優哉 出

班長 河野　孝史 出

主査 森本　唯史 出

鳥取県 農林水産部 森林・林業振興局 県産材・林産振興課 農林技師 半澤　綾菜 出

島根県 農林水産部 林業課 木材振興室 企画幹 大石　貴久 出

岡山県 農林水産部 林政課
課長
(代理：副参事)

石原　匡正師
(代理：増田幸介)

出
(代理)

広島県 農林水産局 林業課　木材産業グループ 主査 松浦博臣 出

山口県 農林水産部 森林企画課　林業企画班 主査 本田　聡 出

山口県 農林水産部 ぶちうまやまぐち推進課 主査 竹田　保則 出

報道関係 日刊木材新聞社 和田 出

中央団体 全日本木材市場連盟 専務理事 柱本　修 出

西垣林業株式会社 会長 西垣　泰幸 出

西垣林業株式会社 上席執行役員 横谷　圭二 出

西垣林業株式会社 主事 森脇　優 出

協議会事務局

森林整備センター

森林組合

素材生産

木材加工

木材流通

令和4年度 第１回 国産材の安定供給体制の構築に向けた近畿中国地区需給情報連絡協議会
構成員名簿（順不同、敬称略）

製紙・パルプ

苗木生産

都道府県

建築資材

建設

株式会社オロチ　

三重県 農林水産部 森林・林業経営課　

滋賀県 琵琶湖環境部 森林政策課　県産材流通推進室

和歌山県 農林水産部 森林・林業局 林業振興課

別紙


